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千葉県支部

まえがき
平成２８年度、千葉県支部は会員１３０名と全国第３位の大きな支部
となりました。活動の柱は技術の研鑽と会員相互の交流で、積極的で
多彩な研修を開催いたしました。加えて、県民への普及啓発も図って
まいりました。
新たに選出されたブロック長のもとで年間２０回以上に及ぶ研修の
機会を作りました。そして、各ブロックの特色により県内外での現地
研修、室内でのパワーポイントを使用した話題提供、会員の発表だけで
なく外部講師による研修も行われました。
また、県内の樹木医有志で組織する NPO 法人樹の生命を守る会との
連携は円滑に進み、関東甲信地区協議会との三者共催で支部会員の経験
を活かし「今、樹木医に求められる総合力」と題して樹木医研修会を
開催し、樹木医 CPD の認定を申請しました。
会員相互の交流としては、各ブロック主催の研修会があります。各ブ
ロックが主催しますが、全員メールにより県内全域の会員が参加できる
仕組みとなっています。また、４月に総会、２月に新会員歓迎会が開催
され、全会員の交流の場となりました。
最後に、技術資料として県内樹木医が執筆した「さくらの植栽と管理」
（千葉県さくらの会発行）を会員に配布することができました。
会員が樹木医としていきいきと活躍できる支部でありたいと願って
おります。
平成２９年８月
一般社団法人日本樹木医会 千葉県支部長 石谷栄次
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２１

Ⅰ

平成２８年度計画
基本方針

台風、集中豪雨、土砂崩れなど激しい自然災害が目立つようになり、それに伴っ
て日頃から街路樹等の樹木の管理が大切になっております。（一社）日本樹木医会
千葉県支部は、県民、行政、教育機関、企業からの様々な要請に応えるとともに、
その役割の重要性を認識しながら、普及啓発活動、情報の収集・発信、地域との交
流をはかってまいります。
基本方針として知識・技術の向上、会員の交流、倫理観の高揚を目標に、研修会
の開催や情報提供等の活動を展開いたします。
具体的方策
１．技術向上に向けての活動
定例総会や新会員歓迎会に、外部講師による講演等を行います。さらに、NPO
法人樹の生命を守る会と連携して、診断・治療の実務能力の向上に役立つ研修会を
実施してまいります。その他（一社）日本樹木医会本部、日本緑化センター、関東
甲信地区協議会、近県支部、他団体で開催する研修会、技術講座等をお知らせいた
します。また、推進されている樹木医CPD制度にも対応いたします。
２．ブロック制の充実
ブロック制は、支部理事であるブロック長がブロックの核として積極的に活動し
ており、世代を越えて更なる技術研さん、地域特性の把握、情報の交換、会員の交
流等が図られており、会員の協力のもとに活動してまいります。
３．技術・情報の収集・発信と普及啓発活動
技術・情報の収集・発信として、平成２７年度年報（第７号）を作成いたします。
また、県内の樹木医が執筆するさくら技術マニュアルを会員に配布いたします。普
及啓発活動としては、昨年度作製した「環境と樹木医－自然環境の保全に貢献する
樹木医たち－」を活用して市民活動展を開催するなど樹木医活動の普及に努めます。
また、（公社）千葉県緑化推進委員会との協働により、樹木医活動をホームページ
に掲載していただきます。
４．NPO法人樹の生命を守る会との連携
同会は事業を受託する樹木医集団として活躍し、巨樹・古木や街路樹等の診断・
治療事業の受託やそのための講習会等を開催しております。研修会、視察、各種行
事等について、密接な連携のもと、開催情報等を提供いたします。
５．その他
樹木の性質・対応処方や観察会に関わる講師の派遣依頼、また緑化相談等には会
員の協力のもとに応えてまいります。

－ 1 －

Ⅱ

活動記録
＜千葉県支部＞
平成２８年（２０１６年）

・４月２４日（日）

第１回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・４月２４日（日）

平成２８年度通常総会，プラザ菜の花（千葉市）
第２回理事会（役員選出），プラザ菜の花（千葉市）
講演「樹木医活動の現在と未来」
会

・６月１２日（日）

和田博幸（日本樹木医

広報部会長），プラザ菜の花（千葉市）

樹木医研修会「今

樹木医に求められる総合力」，プラザ

菜の花（千葉市）
＊（一社）日本樹木医会千葉県支部、（一社）日本樹木医会関東甲
信地区協議会、NPO法人樹の生命を守る会との三者共催

・７月

千葉県さくらの会記念冊子「さくらの植栽と管理」配布

・７月１６日（土）

第３回理事会，千葉市蘇我コミュニティセンター

・８月１０日（水）～８月３１日（水）

市民活動展「環境と樹木医－自然環境

の保全に貢献する樹木医たち」，県立柏の葉公園（柏市）
＊日本樹木医会千葉県支部、NPO法人樹の生命を守る会、千葉県環
境研究センター、（公社）千葉県緑化推進委員会との四者共催

・８月

平成２７年度年報（第７号）発行

・１０月２日（日）

稲毛海浜公園子ども樹木博士，千葉市稲毛海浜公園
＊NPO法人樹の生命を守る会、千葉県森林インストラクター会、
（一
社）日本樹木医会千葉県支部、千葉市美浜公園緑地事務所、（公
社）千葉県緑化推進委員会との五者共催

・１１月２６日（土） 第４回理事会，千葉市蘇我コミュニティセンター
平成２９年（２０１７年）
・２月

５日（日）

第５回理事会，プラザ菜の花（千葉市）

・２月

５日（日）

新会員歓迎会，プラザ菜の花（千葉市）
講演「白紋羽病とナラタケ病について」
・食品産業技術総合研究機構

中村

仁（農業

果樹茶業研究部門），プラ

ザ菜の花（千葉市）
話題提供「流山市市野谷の森－過去と現在と未来－」，本
澤賢一会員，プラザ菜の花（千葉市）
・２月２６日（日）

樹木医技術発表会，プラザ菜の花（千葉市）
＊NPO法人樹の生命を守る会、（一社）日本樹木医会千葉県支部、
（公社）千葉県緑化推進委員会との三者共催

・３月２０日（月、祝日）

第６回理事会，千葉市蘇我ミニュニティセンター
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通常総会（平成２８年４月２４日）

講演 和田博幸「樹木医活動の現在と未来」

樹木医研修会「今

樹木医に求められる総合力」（平成２８年６月１２日）

新会員歓迎会（平成２９年２月５日）

講演 目黒仁一 樹木医

質疑応答 高野光利 樹木医

市民活動展「環境と樹木医」県立柏の葉公園（平成２８年８月）
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子ども樹木博士（千葉市稲毛海浜公園、平成２８年１０月２日）

受 付

樹木の説明（１）

樹木の説明（２）

試験会場

新会員歓迎会（平成２９年２月５日）

講演 中村 仁「白紋羽病とナラタケ病について」
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東ブロック活動報告
東ブロック長

櫻本 史夫

平成 2８年度東ブロックの活動について報告いたします。
１

概

要

東ブロック〔会員２４名（新会員１名含む）〕は研修会を７回実施し、他ブロ
ック会員を含めて、参加者はのべ１２４人だった。
ケブカトラカミキリの調査継続をはじめ、会員の提案した題材を含め様々な
研修を行うことができた。会員各位のご協力、ありがとうございました。
２

活動状況

（１）第１回研修会：旭市のイヌマキ調査・遠山桜の外観調査（観桜会）
平成２８年４月３日（日）午前９時～午後３時（参加：１２名）
① 旭市内のケブカトラカミキリ発生状況調査・採集、被害樹木の観察
② 成田市内の遠山桜の外観調査（図 1 参照）
③ 検討会（昼食時）
④ 被害材の横芝光町調査樹木への設置

図 １ 遠山桜

図 ２ ケブカトラカミキリと食害状況

（２）第２回研修会：５月下旬のケブカトラカミキリの状況調査
及び薬剤防除試験
平成２８年５月２９日（日）午前９時～午後２時３０分（参加：１５名）
① 横芝光町イヌマキ調査樹木のケブカトラカミキリの状況調査
（図２ 参照）
② 産卵を確認し、薬剤３種を施薬
③ 意見交換（昼食時）
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（３）第３回研修会：７月中旬のケブカトラカミキリの状況調査
及び薬剤防除試験状況確認
平成２８年７月１０日（日）午前９時３０分～午後２時３０分（参加：７名）
① 横芝光町イヌマキ調査樹木のケブカトラカミキリの状況調査
※午後、有志で匝瑳市薬師寺のイヌマキ状況調査及び対応策検討会
② 意見交換（昼食時）
（４）第４回研修会：草加松原見学・クビアカツヤカミキリ現地視察調査
・成田市三里塚記念公園のトチノキ（ナラタケモドキ）
平成２８年７月１７日(日) 午前８時３０分～午後５時 （のべ参加：３５名）
① 草加松原（日本の道 100 選指定・奥の細道の風景地）見学
（１２名参加）
日光街道の面影を残すクロマツを中心に樹木類を見学し、意見交換した。
② クビアカツヤカミキリ（クロジャコウカミキリ）現地視察（１４名参加）
草加市青柳公園（埼玉県草加市青柳 3 丁目３－１）及び葛西用水路脇の
サクラ被害状況を観察し捕獲をめざしたが、残念ながら１匹も発見できな
かった。草加市が幹に設置した飛散防止ネットと注意書き（ネットを動か
しカミキリムシを採ると法にふれる可能性がある）がめだっていた。
③ 成田市三里塚記念公園のトチノキ（ナラタケモドキ）（９名参加）調査
帰路寄り道して樹木とキノコ（採取）を観察し、意見交換した。
（５）第５回研修会：９月中旬のケブカトラカミキリ薬剤防除試験状況調査
平成２８年９月１７日（土）午前９時～午後２時（参加：９名）
① 横芝光町イヌマキ調査樹木のケブカトラカミキリの状況調査
薬剤３種とコントロールの樹木内調査
② 意見交換（昼食時）
③ 追加研修（希望者５名）
芝山町のナギ調査及び匝瑳市薬師寺イヌマキ調査
（６）第６回研修会：宿泊研修（東ブロック会議・講演会・樹木見学会）
平成２８年１２月１０日（土）午後２時４５分
～１２月１１日（日）午前１２時

（２日間：３１名）

① 東ブロック会議・講演会（参加：１８名）
平成２８年１２月１０日（土）午後２時４５分～午後５時１５分
於：センターホテル成田 会議室
ⅰ）東ブロック会議：研修方向性について
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ⅱ）講演
（1）「千葉県農業の変遷
～粗生産額全国４位の園芸立国千葉としてどう変わってきたか～ 」
布施 貞雄

氏

（2）「『千葉北東部の地形や歴史など』＆『樹木医と地方公務員』」
小堀 秦也

氏

② 樹木見学会（参加：１３名）
平成２８年１２月１１日（日）午前９時～午前１２時
三里塚記念公園トチノキ、遠山桜、ＪＲ成田駅前の移植シイノキ
（７）第７回研修会：トチノキのミョウガによるナラタケモドキ防除試験
平成２９年３月１９日（日）午前９時～午後３時２５分（参加：１５名）
① 三里塚記念公園トチノキ周辺にミョウガ植栽
② トチノキのナラタケモドキ被害状況調査及び温水による試験防除
③ 意見交換

会員（２４名）
・神谷

隆（成田市）

・浅野

実（旭市）

・石橋

亨（山武市）
功（山武市）

・吉岡 賢人（成田市）

・梅本 清作（四街道市）

・松原

・石原 浩聡（佐倉市）

・篠﨑 孔久（四街道市）

・足立 照光（大網白里市）

・大場 みちる（佐倉市）

・石川

孝（八街市）

・浦田 光章（大網白里市）

・楠

正典（佐倉市）

・北田 征二（八街市）

・樋口 麻恵（九十九里町）

・橋本 智美（佐倉市）

・櫻本 史夫（富里市）

・古川

・林

正純（佐倉市）

・大木 幹夫（匝瑳市）

・大木 一男（芝山町）

・富塚 武邦（東金市）

・小堀 泰也（香取市）

・布施 貞雄（横芝光町）
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健（九十九里町）

西ブロック活動報告

西ブロック長

山田 雄介

はじめに
平成２８年度のブロック活動は、松戸常盤平のさくら通りでの腐朽病等対策、松戸市立高木小学校
の大クス、小金宿の東漸寺のシダレザクラの樹勢回復などの研修と千葉大園芸学部との交流、市民
イベントへの参加などの活動を行った。以下に平成２８年度の西ブロックの活動を報告する。
【活動報告】
1 西ブロック活動 第１回
松戸市「花と緑のフェスティバル2016」参加
開催：4月29日
参加者：12名（西ブロック会員11名 他1名）
・樹木医による相談会などを通して樹木医活動の
普及啓発を行った。

樹木の健康相談
2

3

4

西ブロック研修 第１回
小金宿 東漸寺シダレザクラの樹勢回復研修会
事前調査：5月14日
西ブロック会員3名が調査
目視による外観診断
検土杖による簡易土壌調査
開催：6月18日
参加者：18名（西ブロック会員9名 他9名）
・樹勢回復のため、エアースコップを使って掘削を
行う土壌改良実習
西ブロック研修 第２回
松戸常盤平さくら通り研修会
開催：7月10日
参加者：15名（西ブロック会員11名 他4名）
・昨年度に行ったトリコデルマ菌の接種実験の検証
と今後の活動についての検討を行った。
・今回は残念なことに研修会の時期が遅く、ナラタケ
モドキの子実体は観察出来なかった。

エアースコップの説明

今後の活動についての検討

西ブロック活動 第２回
千葉大園芸学部での学生のための樹木診断講習会
開催：8月2日
参加者：11名（西ブロック会員7名 他4名）
千葉大園芸学部学生14名
・大学卒業後に樹木医を目指す学生との交流
・目的に応じた樹木診断の解説
・樹木診断のデモンストレーション
樹木診断（千葉大園芸学部校内）
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5

西ブロック研修 第３回
松戸常盤平さくら通り研修会
予備調査：9月17日
参加者：4名（西ブロック会員3名 他1名）
・ナラタケモドキの子実体の観察・記録

開催：9月24日
参加者：10名（西ブロック会員9名 他1名）
・ナラタケモドキの発生状況の観察
・一週間前の予備調査との比較検討
・トリコデルマ菌の接種方法の検討

№62 9月17日撮影
6

№62 9月24日撮影

西ブロック研修 第４回
松戸常盤平さくら通り研修会
開催：10月30日
参加者：14名（西ブロック会員8名 他6名）
・２種類のトリコデルマ菌、その他の薬剤の施用
実習を行った
トリコデルマ菌の接種実習

7

8

9

西ブロック活動 第３回
小金宿 東漸寺のシダレザクラの後継樹の育成
＊「NPO法人 樹の生命を守る会」の技術研修会
と共催
開催：2月12日
参加者：22名（西ブロック会員10名 他12名）
・「接ぎ木」による後継樹の育成を図る
・田口樹木医による接ぎ木の解説とデモンストレー
ション

接ぎ木デモンストレーション

西ブロック研修 第５回
小金宿 東漸寺シダレザクラの樹勢回復研修会
開催：3月4日
参加者：13名（西ブロック会員9名 他4名）
・樹勢回復のため、エアースコップを使って掘削を
行う土壌改良実習
・前回行った土壌改良箇所の発根状況の観察
・土壌改良のために掘削した箇所での土壌断面
調査

エアースコップを使った土壌改良実習

西ブロック研修 第６回
松戸市立高木小学校の大クスの樹勢回復研修会
開催：3月5日
参加者：12名（西ブロック会員9名 他3名）
・樹勢回復のため、エアースコップを使って掘削を
行う土壌改良実習
・表土の固結解消のため、エアースコップを使った
エアレーション及び改良材の混入（試験的実施）
＊予定していた土壌改良計画は完了しました。
＊今後は樹勢観察を行います。
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エアースコップによるエアーレーション

会員（５１名）
・金井 資基（市川市）

・五月女 治（松戸市）

・大西

・金子 真吾（市川市）

・佐々木 潔州（松戸市）

・岡田 和子（流山市）

・神尾 健二（市川市）

・鈴木 良治（松戸市）

・勝村

・坂元 博明（市川市）

・高橋 悦子（松戸市）

・勝村 安代（流山市）

・高沢 克彦（市川市）

・高橋

・苅住

・高橋

稔（市川市）

・長澤 美穂（松戸市）

・本澤 賢一（流山市）

・高橋 芳明（市川市）

・真嶋 好博（松戸市）

・岸

・田口 峯男（市川市）

・松永 整治（松戸市）

・阪本

・鳥山 貴司（市川市）

・山田 優加（松戸市）

・高野 光利（我孫子市）

・直木

哲（市川市）

・菊田 裕一（野田市）

・千濱

忠（我孫子市）

・中井 義昭（市川市）

・砂山 芳輝（野田市）

・薗部

誠（鎌ケ谷市）

・芳賀 俊哉（市川市）

・田中

・柏﨑 智和（印西市）

毅（松戸市）

彰（野田市）

浩（流山市）
実（流山市）
曻（流山市）
真理（我孫子市）
功（我孫子市）

・福留(柳澤)ユーサ（市川市） ・奥宮 健太（柏市）

・永野

・前島 茂男（市川市）

・清水 憲子（柏市）

・渡辺 照雄（印西市）

・皆川 芳洋（市川市）

・直江

・三輪

・飯岡 紀幸（松戸市）

・松井 映樹（柏市）

・今井 一隆（松戸市）

・松橋 秀記（柏市）

・鏑木 大作（松戸市）

・山田 雄介（柏市）

宏（柏市）
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修（印西市）
隆（白井市）

中央ブロック活動報告
中央ブロック長 福本 和弘

はじめに
中央ブロックは蘇我コミュニティーセンターでの座学を中心に、千葉県⽴⻘葉の森公園や千葉県緑化推進
委員会管理施設を利⽤した野外研修を織り交ぜて全 5 回の研修会を⾏いました。

活動報告
・第 1 回研修会（平成 28 年 6 月 16 日（土）15:00~19:00）参加者 15 名
蘇我コミュニティーセンターにて「樹⽊医が知りたい、最新の農薬と⼟壌改良材事情について」と題し、出光
アグリ株式会社 平田敏浩氏による講演を⾏いました。
世界および日本の農薬の市場規模、その中で生物農薬の占める割合と今後のトレンド、また樹木医として
必要になってきそうな生物農薬を中心とした農薬資材、VA 菌などを使った⼟壌改良材の知識を学びました。
講演後、講師を交え懇親会を開き意⾒交換を⾏いました。

・第 2 回研修会（平成 28 年 10 月 22 日（土）13:30~16:00）参加者 18 名
千葉県⽴⻘葉の森公園にて「巨樹・古木ガイドのポイント」と題し、日本樹木医会 千葉県⽀部顧問 富
塚武邦氏による講演および園内のガイドツアーを⾏いました。
まず初めに公園センター２階研修室にて巨樹・古木ガイドのポイントについて講演があり、⼤⽇本⽼樹番
付など冨塚顧問にご⽤意頂いた資料を使って説明を受けました。その後園内に出て、園内の巨樹を巡りなが
ら、実際に⾒て触って嗅いでと五感を使ってのガイドノウハウを学びました。

・第 3 回研修会（平成 28 年 11 月 26 日（土）15:00~19:00）参加者 9 名
蘇我コミュニティーセンターにて「海岸クロマツ林の⽣物多様性と薬剤散布」と題し、⽇本樹⽊医会千葉県
⽀部⽀部⻑ ⽯⾕栄次⽒による講演を⾏いました。
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海岸クロマツ林の存続のためには薬剤散布必要な現状と、そのことによる生物多様性との関係についてお
話を頂きました。講演後、講師を交え懇親会を開き意⾒交換を⾏いました。

・第 4 回研修会（平成 29 年 1 月 21 日（土）14:30~19:00）参加者 9 名
蘇我コミュニティーセンターにて「イヌマキの移植と整枝」と題し、樹木医 古川健⽒による講演を⾏いました。
千葉県で⽣垣や造形⽊として多く利⽤されているイヌマキの移植と整枝について古川⽒が関わってきた現
場の写真をみながらお話を頂きました。後半は、実際にイヌマキの枝や整枝に使用する道具を持参していただ
き、実物を使って整枝の技を実演頂きました。
講演後、講師を交え懇親会を開き意⾒交換を⾏いました。

・第 5 回研修会（平成 29 年 2 月 19 日（日）13:00~16:30）参加者 12 名
千葉県緑化推進委員会管理施設（旧千葉県環境緑化センター）にて「臨海埋⽴地における樹⽊観察」
と題し、森林研究所⻑ 福島成樹氏、樹木医 小池英憲氏を講師に招き、構内の指標木の観察を目的とし
た研修会を開催しました。
まず研修室にて、⽯⾕⽀部⻑のあいさつの後、県森林研究所の福島成樹所⻑から樹⽊の形状と樹⾼の
測定方法について講義があり、昔から使用されている手動式の測高器から最新の測高器まで実物に触りなが
ら説明を受けました。次に、小池英憲樹木医から樹木医が実施してきた樹勢診断の歴史を学びました。
その後、構内で２班に分かれて、実際に 138 本ある指標⽊について樹⾼と樹勢の判定を⾏いました。
造園⽊に⽐べて林内の樹⽊は測定が難しく、２時間で終了し、研修室に戻って反省会を開き、研修を終了
しました。
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会員（４２名）
・石谷 栄次（千葉市）

・福本 和弘（千葉市）

・横田

・伊東 伴尾（千葉市）

・森

浩也（千葉市）

・清水 晴一（習志野市）

・臼井 敦史（千葉市）

・森野 敏彰（千葉市）

・中村 元英（習志野市）

・小田 良彦（千葉市）

・山本 謙一（千葉市）

・小宮山 載彦（八千代市）

・小野寺 康夫（千葉市）

・角能 浩章（船橋市）

・鳥屋 英昭（八千代市）

・掛札 俊一（千葉市）

・川井 洋基（船橋市）

・藤田

・君塚 幸申（千葉市）

・鈴木 弘行（船橋市）

・有田 和實（浦安市）

・草野

洋（千葉市）

・田邉 祐介（船橋市）

・遠藤 隆宏（浦安市）

・木暮 亘男（千葉市）

・中尾 大吾（船橋市）

・大島

・坂入 由香（千葉市）

・中里 典子（船橋市）

・清水 政巳（浦安市）

・武田 英司（千葉市）

・細川 卓巳（船橋市）

・鈴木

・塚原 道夫（千葉市）

・松浦 繁夫（船橋市）

・鈴木(永井)牧子（浦安市）

・萩野 由佳子（千葉市）

・目黒 仁一（船橋市）

・野木 茂樹（浦安市）

・服部 立史（千葉市）

・山﨑 雅則（船橋市）

・古米
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純（船橋市）

司（八千代市）

渡（浦安市）
圭（浦安市）

誉（浦安市）

南ブロック活動報告
南ブロック長 番場 幸広
１

はじめに
南ブロックは会員 13 名で構成され、千葉県南部を活動エリアとし、その範囲は県土の半

分を超える。市原市から君津市にかけての東京湾岸沿いは工場緑化や都市緑化が多く見ら
れる一方で、内陸では自然度が高い山間部、里山が広がる田園地帯が展開し、安房地域で
は海辺の自然が広がる。多種多様な自然や緑地が展開するため、求められる要求も多岐に
わたるのが特徴である。平成 28 年度もこれまでどおり、地域に根ざした樹木医活動を活動
方針として活動を展開した。以下、平成 28 年度の活動について報告を行う。
２

研修会の開催

１）第１回研修会
第 1 回研修会は平成 28 年 6 月 26 日 君津市の内山緑地建設㈱君津事業所にて開催した。
本年度は新会員 2 名が入会したこともあり、南ブロックの活動方針を中心に議論をおこな
った。南ブロックのエリア特性について確認を行ったほか、本年度の活動内容について協
議を行った。協議の結果、南ブロックは広範なエリアであり、会員数も少ないことから年 4
回の研修会を開催することが決まった。また、会場でおこなわれた植物観察会に参加し、
里山の自然の知識習得に努めた。
２）第２回研修会
第 2 回研修会は平成 28 年 9 月 18 日 夷隅郡大多喜町にある大国主神社のマサカキの樹
木診断をおこなった。大多喜町の渡邉樹木医から樹高 14ｍのサカキがあり、近年樹勢が衰
えているという情報があったこと、ここ数年樹木診断の研修を行っていなっかたことや新
会員が入会したこともあり、このサカキを教材として樹木診断の研修をおこなった。
３）第３回研修会
第 3 回研修会は市原市を中心とした巨樹古木や鶴舞公園のソメイヨシノの視察を通じて、
樹木ガイドの研修を行う予定であったが、諸事情により開催は翌年度に持ち越しとなった。
樹木医には説明責任があり、専門的な知識を正確に一般の方に伝える技術は診断技術と
あわせて重要なスキルであるので、このような研修会を是非とも開催したいと考えている。
４）第４回研修会
第 4 回研修会は第 2 回研修会で診断を行ったサカキの樹勢回復を行う予定であったが、
第 2 回研修会で樹勢回復の方針がまとまらなかったため、地元の方（氏子）も参加し、再
度現地で樹勢回復について検討をおこなった。再診断の結果、当面の対応策がまとまり、
次年度に実施する運びとなった。
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３

地域貢献活動
12 月 11 日、館山市を中心に活躍されている斎藤樹木医と勝部樹木医（鴨川市）の 2 名で、

昨年に引き続きサクラ類の管理市民講座を開催した。剪定のポイントについて実技と座学
をおこなったほか、昨年治療を行った部分の観察をおこなった。出席した市民の方々から
は好評を頂き、翌年もこの講習会を開催することになった。こうした地域に根ざした活動
は樹木医活動に求められることの一つであり、南ブロックとして継続的に取り組んでいき
たいと考えている。
４

おわりに
翌年度も研修会や地域貢献活動（館山市サクラ講習会）に取り組んで行きたいと考えて

いる。また東ブロック櫻本ブロック長より、ケブカトラカミキリの生息域が南下している
ことが予測されるため、南ブロックと共同調査をおこなう話が持ち上がっている。隣接す
るブロックとの共同活動にも取り組んで行きたいと考える。

写真１ 簡易土壌透水試験

写真２ サカキの診断・治療の検討

会員（１３名）
・齊藤 陽子（館山市）

・勝部 奈都子（鴨川市）

・久本 洋子（一宮町）

・小倉 善夫（木更津市）

・大高 一郎（君津市）

・大矢 文夫（白子町）

・武田 秀樹（木更津市）

・小池 英憲（君津市）

・渡邉 昭夫（大多喜町）

・太田 隆司（市原市）

・番場 幸広（君津市）

・鈴木 輝征（市原市）

・関

隆夫（いすみ市）
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Ⅲ

会員の動向
(1) 新会員
高橋

稔（市川市）、芳賀俊哉（市川市）、樋口麻恵（九十九里町）

(2) 転入会者
遠藤隆宏（東京都から）
(3) 転出者
本田一彦（奈良県へ）
(4) 退会者
無
(5) 物故者
無
Ⅳ

会員の発表等
＜口頭発表＞（五十音順）
(1) 有田和實(2016.7)土壌改良について，千葉県さくらの会設立 40 周年記念講演
会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(2) 伊東伴尾(2016.7)更新について，千葉県さくらの会設立 40 周年記念講演会，
千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(3) 石谷栄次(2016.7)縮伐・間伐について，千葉県さくらの会設立 40 周年記念講
演会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(4) 石谷栄次(2016.11)病害虫の診断とその対策，平成 28 年度みどりの再生事業
研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(5) 石谷栄次(2016.11)マツ激害型枯死（マツ材線虫病）について，平成 28 年度
みどりの再生事業研修会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(6) 石谷栄次(2016.11)海岸クロマツ林の生物多様性と薬剤散布，千葉県支部中央
ブロック研修会，千葉市蘇我コミュニティセンター（千葉市）
(7) 石谷栄次(2017.1)生物多様性と樹木（森林）の働き，樹木医補講義，東京環
境工科専門学校（東京都墨田区）
(8) 石谷栄次(2017.1)病害虫の診断と対策，樹木医補講義，東京環境工科専門学
校（東京都墨田区）
(9) 石谷栄次(2017.1)マツ激害型枯死（マツ材線虫病）について，樹木医補講義，
東京環境工科専門学校（東京都墨田区）

(10) 梅本清作(2016.7-12)ル・レクチェ（西洋ナシ）褐色斑点病対策会議（新潟県）
(11) 梅本清作(2016.8)果樹の栽培について，農業研修講義，八千代市
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(12) 梅本清作(2016.9)講演「ニホンナシ黒星病の発生生態と防除について」，ナシ
病害防除に関する国際シンポジューム，韓国
(13) 大木一男・松原

功(2017.2)さくら管理講習会，橘ふれあい公園研修施設（香

取市）
(14) 小池英憲(2016.7)剪定・整枝について，千葉県さくらの会設立 40 周年記念講
演会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(15) 小池英憲(2017.2)樹木診断での樹勢判断，千葉県支部中央ブロック研修会，
千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(16) 小堀泰也(2016.12)「 千葉北東部の地形や歴史など」＆「樹木医と地方公務員」，
千葉県支部東ブロック研修会，センターホテル成田

会議室（成田市）

(17) 齊藤陽子(2016.7)植栽と不適地について，千葉県さくらの会設立 40 周年記念
講演会，千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(18) 齊藤陽子・勝部奈都子(2016.12)市民講座「サクラ類の管理」，館山コミュニ
ティーセンター（館山市）
(19) 鈴木弘行(2016.4)市川市自然環境講座「春の芽吹きと生き物たち」，里見公園
（市川市）
(20) 鈴木弘行(2016.5)市川市自然環境講座「春の雑木林を歩いてみよう」，柏井青
少年の森（市川市）
(21) 鈴木弘行(2016.7)市川市自然環境講座「夏の生きものモニタリング」，大町自
然観察園（市川市）
(22) 鈴木弘行(2016.9)市川市自然環境講座「秋の生きものモニタリング」，大柏川
第一調整池緑地（市川市）
(23) 鈴木弘行(2016.10)市川市自然環境講座「市外の自然バスツアー」，横浜自然
観察の森（神奈川県横浜市）
(24) 鈴木弘行(2016.11)市川市自然環境講座「冬の生きものモニタリング」，じゅ
ん菜池緑地（市川市）
(25) 鈴木弘行(2016.11)フィールド教室「季節を感じる自然観察会・秋」，（一財）
千葉県まちづくり公社，県立青葉の森公園（千葉市）
(26) 鈴木弘行(2017.2)フィールド教室「季節を感じる自然観察会・冬」，（一財）
千葉県まちづくり公社，県立青葉の森公園（千葉市）
(27) 鈴木弘行(2017.3)緑の教室「さくら入門～はじめの一歩～」，（一財）千葉県
まちづくり公社，県立青葉の森公園（千葉市）
(28) 鈴木弘行(2017.3)市川市自然環境講座「樹木医と巡る巨木ツアー」，真間山周
辺（市川市）
(29) 高野光利・目黒仁一(2016.6)樹勢回復治療を通して樹木医の総合力を考える，
樹木医研修会，日本樹木医会千葉県支部・日本樹木医会関東甲信地区協議会・
NPO 法人樹の生命を守る会，プラザ菜の花（千葉市）
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(30) 田口峯男(2017.2)接ぎ木による後継樹の育成（東漸寺のシダレザクラ），千葉
県支部西ブロック研修会（松戸市）
(31) 富塚武邦(2016.10)巨樹・古木ガイドのポイント，千葉県支部中央ブロック研
修会，県立青葉の森公園（千葉市）
(32) 布施貞雄(2016.12)千葉県農業の変遷～粗生産額全国４位の園芸立国千葉とし
てどう変わってきたか～，千葉県支部東ブロック研修会，センターホテル成田
会議室（成田市）
(33) 古川

健(2017.1)イヌマキの移植と整枝，千葉県支部中央ブロック研修会，

千葉市蘇我コミュニティセンター（千葉市）
(34) 本澤賢一(2016.4)自然観察会「樹木医と歩く市野谷の森」，NPO 法人さとやま
（流山市）
(35) 本澤賢一(2017.2)話題提供「市野谷の森の変遷～現在から過去、未来の里山
を考える～」，日本樹木医会千葉県支部新会員歓迎会，プラザ菜の花（千葉市）
(36) 真嶋好博(2016.5)街路樹診断（松戸市）
(37) 真嶋好博(2016.9)巨樹ツアー案内，生涯大学校（松戸市）
(38) 松原

功(2016.7)病害虫について，千葉県さくらの会設立 40 周年記念講演会，

千葉県緑化推進委員会管理施設（袖ケ浦市）
(39) 松原

功(2016.10)平成 28 年度樹勢診断と回復技術講座，千葉県農業大学校

（東金市）
＜印刷した報告等＞（五十音順）
(1) 有田和實(2016.5)事業活動報告「成田市街路樹精密診断」，樹の生命 14，21
～ 22，NPO 法人樹の生命を守る会
(2) 有田和實(2016.5)平成 27 年度海外研修旅行（スリランカ），樹の生命 14，31
～ 34，NPO 法人樹の生命を守る会
(3) 石橋

亨(2016.5)平成 27 年度技術研修会報告，樹の生命 14，29 ～ 30，NPO

法人樹の生命を守る会
(4) 石谷栄次(2016.5)マツ激害型枯損の発生と抑制（パンフレット），3PP，真亀
の森松枯れ予防イベント，九十九里海岸の松林を守る会・NPO 法人ちば里山
センター・（一社）千葉県環境財団
(5) 石谷栄次(2016.9)森林部門技術士会における現地視察から始まった全国と地
域の比較，フォレストコンサル 145，24 ～ 28，森林部門技術士会
(6) 伊東伴尾(2016.5)上海便り（その４）上海の自然環境と造園建設環境，樹の
生命 14，39 ～ 40，NPO 法人樹の生命を守る会
(7) 大木一男・高野光利(2016.5)事業活動報告「府馬の大クス保護管理」，樹の生
命 14，18 ～ 20，NPO 法人樹の生命を守る会
(8) 大木一男・高野光利(2016.5)事業活動報告「成田駅前スダジイ移植工事」，樹
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の生命 14，23 ～ 26，NPO 法人樹の生命を守る会
(9) 小池英憲・有田和實・石谷栄次・伊東伴尾・齊藤陽子・松原

功(2016.7)さ

くらの植栽と管理，千葉県さくらの会・特定非営利活動法人樹の生命を守る会
・公益社団法人千葉県緑化推進委員会，23PP
(10) 小池英憲(2016.10)樹木医のつぶやきのまとめ，君津市周南公民館，35PP+資
料編 37PP
(11) 佐々木潔州(2016.5)平成 27 年度子ども樹木博士認定事業報告，樹の生命 14，27
～ 28，NPO 法人樹の生命を守る会
(12) 佐々木潔州(2016.5)平成 27 年度秋季研修旅行，樹の生命 14，35 ～ 36，NPO
法人樹の生命を守る会
(13) 富塚武邦(2016.5)近刊本の紹介，樹の生命 14，41，NPO 法人樹の生命を守る
会
(14) 日本樹木医会千葉県支部(2016.8)平成 27 年度年報－樹木医活動記録－第７
号，27PP
(15) 松原

功・有田和實・中村元英(2016.5)習志野市実花緑地におけるマツ材線

虫病予防事業とその効果，樹の生命 14，15 ～ 17，NPO 法人樹の生命を守る会
(16) 吉岡賢人(2016.10)現代の松原人<21> 甚兵衛の森，グリーン・エージ 2016(10)
35 ～ 37
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臨海埋立地における樹木観察（平成２８年度）
石谷栄次
１

目的
千葉県の東京湾岸には海底砂のしゅんせつにより１万ヘクタールを超える埋立地

が造成されました。そして、そこに進出した工場の生活環境を改善するため、緑地
（環境保全林、造園緑地）の造成が推進されました。千葉県方式の樹林地造成の試
験地となった環境緑化適応試験地（旧環境緑化センター）に植栽された樹木の生育
を観察しながら埋立地での樹種特性を学びます。
２

研修会の開催
平成 29 年 2 月 19 日（日）に中央ブロック研修会として、下記の研修を実施しま

した。
（１）室内研修
研修１ 「樹高と樹形の測定」
福島成樹（千葉県農林総合研究センター森林研究所長）
研修２ 「樹木診断での樹勢判断」
小池英憲 樹木医
（２）実習
指定された約１４０本の指標木の配置図を見ながら、１番からの班と最終番号か
らの班に分かれ、樹高と樹勢について判定の実習を行いました。その後研修室に戻
り、測定の問題点について話し合いました。
３

今後の活動
中央ブロック研修会として開催することにより、埋立地での樹木観察を継続して

いきたい

「樹高と樹形の測定」（福島成樹）

「樹木診断での樹勢判断」（小池英憲）
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Ⅵ

資料

１．千葉県支部役員等名簿
・支部長

石谷栄次

・副支部長

岡田和子

・副支部長

真嶋好博

・副支部長

鈴木弘行

・支部理事(兼)東ブロック長

櫻本史夫

・支部理事(兼)西ブロック長

山田雄介

・支部理事(兼)中央ブロック長

福本和弘

・支部理事(兼)南ブロック長

番場幸広

・支部理事

柏﨑智和

・支部理事(兼)事務局長

武田英司

・支部監事

目黒仁一

・支部監事

関

・支部顧問

富塚武邦

隆夫

（注）平成２９年３月３１日現在
２．日本樹木医会役員等名簿（千葉県支部会員部分）
・理事

石谷栄次（千葉県支部長）

・監事

北田征二

・技術部会

石谷栄次
阪本

功

久本洋子
・倫理審査委員会

富塚武邦

（注）平成２９年３月３１日現在
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